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鶏の口イコチトゾーン症と小倉喜佐次郎獣医学博士との関係，

そして知り得た日本統治下の台湾の獣医畜産事情 (5)

秋葉和温*

II .鶏のロイコチトゾーン症と

小倉先生との関係は「系統動物

学 J の Leucocytozoonの項に書

かれてい る

私，秋葉が日本で発生の見られた一種の住血原虫

をロイコチトゾーン ・カウレリーと同定した当時，

大島広 ・岡田弥一郎監輯，系統動物学，第一巻，養

賢堂(昭和 18年 5月発行)の中の 「第 3綱胞子

虫類Jは森下蒸先生が書かれていますが，第 3目住

血胞子虫類の項の 2 ヘモプロテウス科の

Leucocylozoonの項 (238頁)に「我が国では ・・，

小倉喜佐次郎は台湾の鶏に3種が見られると云って

居る。」と書かれていたことを知ったのです。

しかし，このことに特に関心を持つこともなく今

日に至っていました。

1 . 秋葉が， この原虫を

Leucocytozoon caulleryiと同定

したいきさつ

私は兵庫県和田山町にあった農林省家畜衛生試

験場中国支場で鶏の病性鑑定業務をしていて，昭和

29年の夏に日本の鶏から一種の住血原虫を発見し

ました。しかし，当時はこの原虫が何という種類で

あるか不明でありました。

私，秋葉はどのような経過を辿って，この原虫を

L. caulleryiと同定したかについては別の論文(仮

題:鶏のロイコチトゾーンの研究史)に記載してい

ますが，次にその一部を引用します。

この原虫がなんという原虫であろうかと，中国支

場にあった WenyonのProtozoologyとし、う本を調べ

ました。

Wenyon， C. M. . (1926) : Protozoology， 1 ， II ， 
Bailliere， Tindall and Cox. London 

しかし，出版があまりにも古かったので，東京の

医学書院に依頼して，当時，最新の本だという，次

.元農林水産省家畜衛生試験場(Ka剖 oAkiba) 

の Kudoの Protozoologyという洋書を私費で購入し

ました。この本は，思い出の本として，今も私の本

棚に飾られています。

Kudo， R R. (1954) : Protozc:ぬlogy(Four由Ed.) • Charles 

C. Thomas Publisher， Springfield， Illinois， U. S. A. 

この本は 1954年(昭和 29年)の出版であった。

この中の住血胞子虫類の項の中に手掛かりになる

記述はないものかと，探したのです。このグ、/レープ

にはプラスモジウム，即ち，マラリアの原虫とへモ

プロテウス科，この中にへそプロテウスとロイコチ

トゾーンの 2属があります。このへそプロテウスに

は鳩，ウズラやカメ類に寄生する種の記述がみられ，

ロイコチトゾーンにはアヒルに寄生する種につい

て，アヒル体内でのシソゴ、ニーとガメトゴ.ニー，ブ

ュ体内でのスポロゴニーなどの生活環が図示され，

それぞれについて説明がされていました。

その他の種としては七面鳥，エリマキライチョウ

などの種と鶏の種として Leucocylozoonandrewsi 

Atchley (1951)の種名と報告者名が記載されていま

した。引用文献は次のものでした。

Atchley， F. 0.: (1951) Leucocylozoon andrewsi， 

etc. J. Parasit. ， 37: 483. 

しかし，この文献は支場にはなく，そのままと

なっていました。

その後，出版された次の単行本にはロイコチ ト

ゾーン ・シモンヂー，スミシー，カウレリー，サブ

ラゼシーなどの記述があり ，アンドレウジーはカウ

レリーの同義語(私は賛成できないが ・・ )とされ

ています。この単行本からは，すぐカウレリーでは

なかろうかと推定はっきますが，当時はまだ出版さ

れていなかったので，探せなかったのです。

Norman D. Levine : Protozoan Parasites of Domestic 

Animals， Burgess Publishing Company (1961) 

幸いに本場の調査第一部長の石井進先生から，

“君が見付けたのだから，本場で，種名，媒介者，

生活環，予防治療などを最後まで明かにするよう

0369-5247/081平500/1論文IJCLS



1130 畜産の研究第 62巻 第 10号 (2008年)

に"との有り難い言葉を頂き，1956年(昭和 31年)

5月に東京都小平市にあった農林省家畜衛生試験場

本場に再び帰ることができてから，L. caullefアt と

同定することができたのです。

最初は調査第2部ウイノレス第2研究室勤務となっ

たのです。この研究室は清水武彦室長(のちの場長)

で、あった ・・ 略 ・・ ，その後，昭和 32年 4月，調

査第 l部寄生虫第 2研究室勤務となったのです。

寄生虫第 2研究室(室長は渡辺昇蔵先生)に移っ

てから，本格的に種の同定のため，内外の単行本や

寄生虫関係の抄録集 Biologicalabstractを調べてい

ました。鶏のマラリアの Plasmodiumjuxtanucleare 

はこの Biologicalabstractの中から見つけたのです。

鶏の L.caulleryiは Atchley(1951)の報告， J. 

Parasit.の中で，見つけたものです。それによると，

東洋にはガメ トサイトの形が円形のものと，紡錘形

のものとあります。前者は L.caullefァ Mathis&

Leger 1909で，後者はL.sabrazesi Mathis & Leger 

1910です。L.caulleryiは円形ですが，宿主細胞の

核が見られないものが多いし，少数に核が見られま

すが，その核もまた比較的円いものです。ところが，

今度，アメリカのサウスカロライナで、見つかったも

のは， 円形ですが，宿主細胞の核もガメ トサイトの

周辺に圧辺されている点で，L. caulleヴt と異なり，

新種であるとして L.andrewsiと命名したとしてい

ます。この写真で，ガメ トサイトの周辺に圧辺され

ている宿主細胞の核を除いたガメ トサイトは，日本

で発見したものと全く同じように見れたのです。

私，秋葉が L. caulle引 のN期の原虫 (N期像)

と呼んでいるものの宿主細胞核は意識して円く画

かなければ，L. caulleryiとならないのです。いい

加減に描いて平べったい核となったら L.andrewsi 

となってしまいます。講習ではこの点を注意して話

しているのです。

この報告で L.caulleryiの存在を知ったのです。

この報告はフランスの学術雑誌に載せられていた

が，この雑誌は近くには無く，大阪大学医学部の図

書室にあることがわかったので手紙をだして，コ

ピーを送って貰いました。これはフランス語で書か

れていたので，当時，アテネフランセに通っていた

園田暁郎技官に翻訳をして貰ったのです。それに

よると，ベ トナムのハノイにあったパスツール研究

所の研究者でトンキン地方の鶏からガメ トサイ ト

のみを発見し，命名されたもので，その所見を検討

した結果，日本で見つかった原虫も，このロイコチ

トゾーン ・カウレリーと同定して間違いないのでは

なかろうかと判断し，次のように報告したのです。

秋葉和温 ・川島秀雄 ・乾純夫 ・石井進(1958)鶏

のLeucocytozoonに関する研究，1.日本におけるム

caulleryiの自然感染例について，家畜衛生試験場研

究報告，34: 163-1800 (英文抄録)

また次の畜産の研究にも， 2回に分けて，それま

で明らかとなった状況について解説し，紹介しまし

た。

秋葉和温(1958年)鶏の住血原虫病一特に最近夏

に多発しているロイコチトゾーンを中心として(1)• 

畜産の研究， 12(3):451-454. 

これには 1.日本の鶏にみられる住血原虫の種類

としてプラズモジウム， トリ パノソーマ，ミクロ

フィラリアなどの写真を示して紹介， 2.ロイコチト

ゾーンの分類学的位置 3.ロイコチトゾーンの主な

種類， 4.ロイコチトゾーン ・カウレリーについて

(1)発生時期 (2)分布 (3)臨床症状 (4)病理解剖所

見などを記載している。

この論文は森下先生の論文「マラリア原虫の生物

学及び疫学に関する研究」に引用して下さっている。

秋葉和温(1958年)鶏の住血原虫病一特に最近夏

に多発しているロイコチトゾーンを中心として (2). 

畜産の研究，12 (4) : 565-568. 

これには (5)原虫の形態としてシソゴニー，ガメ

トゴニーについて説明， (6)診断方法診断にあたっ

ての注意事項 (7)媒介不明であること， (8)予防

(9)治療 文献など、について現状を記載している。

2 系統動物学を通しての小倉

先生と私，秋葉との出会い

私は寄生虫第 2研究室に所属していましたが，室

長の渡辺昇蔵先生は家畜の内寄生虫の研究，石原忠

男技官は牛のヒ。ロプラスマ病の研究，角田清技官は

鶏コクシジウム症の研究などをしておられ，室長と

石原技官は同室，私は角田技官と同室でした。角田

氏は文理大動物の出身で、あった。

角田氏の蔵書の中に，前述した大島広 ・岡田弥一

郎監輯，系統動物学，第一巻，養賢堂(昭和 18年 5

月発行)があったのです。この中に「 ・・小倉喜佐

次郎は台湾の鶏に 3種が見られると云って居る。J
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と書かれていたのです。

この小倉先生は私の恩師の鳥取大学教授，板垣啓

三郎先生が台湾におられた当時の先生で，よく話を

聞いていました。そこで，用賀ヒラキシン研究所時

代の先生に手紙を出したところ，小倉先生が突然，

私のいる研究室にきて下さったのです。この時，小 l

倉先生に原虫の寄生している血液塗抹標本を顕微

鏡で見て貰いました。台湾では鶏に 3つの形の異な

るロイコチトゾーンが見られた。これを ABCと名

づけた。A はロイコチトゾーン ・カウレリー， B は

紡錘形をしたもの， C は円形であるが、宿主細胞の

核も辺縁に圧辺されているものであるとのこと。日

本で発生しているものはロイコチトゾーン ・カウレ

リーと同定して差 し支えないと支持して下さいま

した。

今回，小倉先生の業績を記録して欲しいという要

望を受けて，小倉先生のご子息の書かれた「父逝き

て思い出の記」やその他から，かなり詳し《経歴と

業績を知ることができました。その業績と しての研

究報告や蔵書のリストの中から，森下先生が「小倉

喜佐次郎は ・・ ・と云うて居る」と書かれた根拠と

なったものは何であったろうかと，ふと思いました。

その中で最も，可能性のあるものとして昭和 13

年の『台湾の重要家畜伝染病~ (テキスト)に注目

したのです。この中にでも，ロイコチトゾーンに関

係のある何かが書かれているのではと疑ったので

す。

この系統動物学に「第 3綱 胞子虫類Jを書かれ

た森下薫先生の履歴ですが，森下先生は 1896年，

奈良県に生まれる。 1921年(大正 10年 5月) ，東

京帝大理学部動物学科(飯島魁教授，五島清太郎先

生の教えを受けられた)卒業，直ちに大学院入学。

1923年(大正 12年 4月) ，農商務省水産講習所普

通動物学及び魚病学教授嘱託。1923年(大正 12年

8月) ，北里研究所入所，正助手，ここで宮島幹之

助博士の薫陶を受けられた。宮島先生は日本におけ

るマラリア研究の先駆者で，当時，慶応の寄生虫学

講座を担当しておられた。しかし，先生が多忙を極

められたので，大正 3年に台湾に赴任されていた小

泉丹先生を呼んで慶応に当らせられることになり，

その後任に森下先生が台湾に赴任されることに

なったとのこと。

1923年(大正 12年 12月) ，台湾総督府中央研究

所技師，衛生部勤務，医動物学及びマラリア研究室

主任。1939年，台北帝大教授，医学部衛生学講座後

寄生虫学講座担任，熱帯医学研究所所員兼任。1947

年，大阪大学教授，微生物病研究所寄生虫病学部長

兼原虫学部長。1960年，大阪大学名誉教授。理学博

士・医学博士。

このように，森下薫先生は 1923年(大正 12年)

12月から 1939年(昭和 14年)まで台湾総督府中央

研究所技師を，そして 14年から 1947年(昭和 22

年)まで，台北帝大教授となられているので，小倉

先生のことは良く御存知であったでしょうし，その

記述の根拠となったものは，小倉先生の業績リスト

の中では， 1939年(昭和 13年)の『台湾の重要家

畜伝染病~ (テキスト)ではなかろうかと推定した

のです。このテキストといったものは，医学関係者，

とくに森下先生には配布されていたと思われます

し，森下先生が 1943年(昭和 18年)出版の「系統

動物学」の原稿執筆時には，このテキストをご覧に

なって，引用されたのではなし、かと推定したのです。

こうであってくれればいいのですがと書いてご子

息の規一郎氏に手紙を書きましたが，そのテキスト

は今は無くなっているので，そのことは確認できな

いとし、う返事でした。

そこで，淡水の家畜衛生試験所の図書室に『台湾

の重要家畜伝染病~ (テキスト)が，ありましたら，

その中にロイコについての記述があるかどうか，あ

れば，どのように書かれているか，お知らせ頂きた

いのですがと林本欽氏に問い合わせました。

この林本欽氏は昨年(平成 18年)石谷先生が卒

寿記念にと，ご家族で台北旅行をされた時，淡水の

元獣疫血清製造所を案内して下さった方で，日本語

も上手なので，疑問の点があったらお聞きしたらと

林氏の住所を教えてくださ ったのです。

しかし，林氏からは「私達の学校時代(扉東農業

学校)に梶原先生が教材として私達にプリントを

直己って下さった。私も転々と住居が変わり，今，手

許にはありません。淡水の図書室，恐らく無いと思

いますとのことで，未だ，入手出来ないでいます。」

との返事でした。

もし，もう少し早く小倉先生の履歴や森下薫先生

の履歴を知ることが出来て，その関係に気付いてい

れば，後述する張先生にお聞きしたのですが，今ま

で、気付かなかったのです。
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小倉先生の詳しい履歴は今年(平成 19年)の 7

月頃から，森下薫先生の詳しい履歴は昨年，大阪市

立大学医学部教授であられた高田季久先生から森

下薫教授退官記念誌をお借りして調べました。そ し

て両先生の台湾での経歴を比較することができる

ようになって，上述のことに気付いたのです。

3. r小倉喜佐次郎は台湾の鶏に

3種 が 見られると云って居る」

と いう表現 の真意は

1)系統動 物学にみられる記述内容

森下 蒸先生は動物学者ですので「大島 ・岡田監

輯:系統動物学，養賢堂(昭和 18年)Jの中では

「第 3綱 胞子虫類Jを執筆されています。森下先

生は台湾生活が長いのです。それにも拘わらず，こ

れだけの内容の原稿を当時，台湾で書かれているこ

とに驚きます。

この系統動物学の rr第 3綱 胞子虫類Jの第 3

目 住血胞子虫類には， 1.プラスモディウム科， 2.

ヘモプロテウス科， 3. パベシア科があり，ヘモプ

ロテウス科に Leucocytozoonの項があります。

この Leucocytozoonの 238ページに，正確には次

のように書かれているのです。

「我国では永田春生 (1919)がコカハラヒワの肺

臓で分裂する 1種を見，小川政修(1918)は 16種

の鳥から，峰直次郎(1913) は雀から，伊波普助

(1922) は台湾のメジロから夫々 l種を記載し，小

倉喜佐次郎は台湾の鶏に3種が見られると云って居

る。」と書かれています。

私，秋葉は，この「 ・・小倉は台湾の鶏に 3種が

見られると云って居るJという原稿の基礎となった

ものが，何であったかを明らかにしようとしている

のです。

小倉先生以外の永田，小)11，峰，伊波先生方のも

のは「 ・・ 見， ・・ は ・・ から ・・ を記載し， Jと

書かれていて，後述の「住血胞子虫に関する文献」

の中に引用した文献が載せられています。 しかし，

小倉先生のものはピロプラズマ病などは載せられ

ていますが，ロイコチトゾーンについては無いので

す。

「系統動物学」の第 3目 住血胞子虫類の「住血

胞子虫に関する文献Jには次ぎのように引用されて

います。

第 10号 (2008年)

この中には 3.パベシア科も含まれて解説されて

いるので，それらの文献はここにマラリア科のもの

と一緒に次ぎの順序で載せられています。

1931.穴沢顕治 台湾産「アノーフェレス」の種類

の「マラリア」原虫感染に関する実験的研究

台湾医雑， 30， pp.269-393， pp.531-632. 

1935.有馬巌「プロテオゾーマj の種類に関する研

究福医大雑， 28， pp.811-858 

1903. Grassi， B. Die Malaria. Studien eines Zoologen. 

Jena. 

1922.伊波普助 宿主細胞の核に寄生する「ロイコ

チ トツオン」の一新種及同虫の発育に就いて

細菌雑， 327， pp.825-831. 

1925.井野場粂次郎 朝鮮産牛のパーベシア

雑， 38， pp.495-509. 

中獣

1917.石田(右田?一秋葉)百太郎 本邦に於ける

畜牛の壁重量熱に就いて 中獣雑 30，

pp.736-737. 

1930.片平重次 プロテオソーマ知見補遺台湾医

雑， 292， pp. 647-674 ; 293， pp.816-855. 

1911.小泉丹南部台湾に於ける牛の「パベーシアJ

動雑，23， pp.481-489. 

1911.峰直次郎 日本産寄生原虫ノ観察

27，付録 2.

軍医団雑，

1913.峰直次郎 日本産雀ニ寄生スル各種「ヘモプ

ロテウス」及ビ「ロエコチトッオン」ノ知見及

鑑別ニ関スノレ生物学的実験 東医雑 27，

pp. 1100-1154. 

1914. 峰直次郎 日本産鳥類住血原虫研究ノ補遺

東医雑， 28， pp.469-507. 

1903. 宮島幹之助 雀のマラリア寄生虫ハノレテリ

ジュムに就て動雑，15， ppo 131-151. 

1907. Miyajima， M. On the cultivation of a bovine 

piroplasma: a preliminary communication. Phil. 

Jour. Sci.， B. ，2， pp. 83-90. 

1906. Miyajima， M. u. G. Shibayama. Uber das in 

Japan beobachtete Piroplasma. Zeitsch. Hyg.， Bd. 

54， pp. 189-200. 

1921. Muhlens， P. Die Plasmodien. Prowazek u. 

Noller: Handb. Path. Protozoen. Bd. 3， pp. 

1421-1636. 

1921.長尾正徳馬のピロプラズマ病殊に其血液所

見に関する研究 中獣雑 34，pp. 494-534. 
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1919.永田春生 「ロイコチトッオンJleucocytozoon 

の発育に関する知見補遺 細菌雑， 285， 

pp. 419-426. . 

1925.小華和忠士 ・小倉喜佐次郎 札幌地方に於け

る一種畜牛ピロプラズ、マ症について， 日獣雑，

4， pp.301-323. 

1920. 永田春生 プロテオソーマ (proteosoma)に

就て福医大雑， 13， pp.173-247. 

1931.中路三平 ・佐藤新一 日本産牛のパーベシア

に就て慶応医， 11， pp.855-878. 

1918.小川政修住血原虫論東京。

1925.小華和忠士 ・小倉喜佐次郎 札幌地方に於け

る一種畜牛ピロプラズマ症に就て 日獣雑， 4， 

pp.301-323. 

1929.小倉喜佐次郎 北海道に於ける牛のぴろぷら

ずま病に就きて 日本獣雑， 8， pp. 1-38.. 

1920. Prowazek， S. Halterridium und Haemoproteus 

der Vogel. Prowazek u. Noller: Handb. Patb. 

Protozoen. Bd. 2， 568-588. 

1906.柴山五郎作・宮島幹之助 日本ニ於テ初メテ

見タル「ピロプラズマJニ就キテ 東医雑， 19， 

pp.517-523. 

1919. Du Toit， P. J. Zur Systematic der Piroplasmen. 

Arch. Prot.， 39， 84-104. 

1918 時重初能(熊の誤り一秋葉)熊本県下ニ於ケ

ル畜牛地方病調査報告(明治 42年)時重博士

論文集。

1928. 上垣淳造台湾めじろ (Zosteropspalpebrosa 

pequensis)の「へモプロテウスJ(Haemoproteus) 

に就て福医大雑， 21， pp. 160-182. 

1920. 山田勝一 ・福田完一 ・美川重夫綿羊ピロプ

ラズモーシス治療例 中獣雑， 33， pp. 103-111. 

また森下先生は上述の「系統動物学Jの中で，

「アイメリア類に関する文献」に能美季一先生の鶏

コクシデイウムに関する研究報告も載せられてい

ます。

1931.能美季一。あいめりあ ・あびいうむに関する

研究 日獣雑， 10，pp.281-299， pp.305-330. 

1932 能美季一。一般家畜のコクシジワムに関する

研究中獣雑， 45， pp.403-428. 

これらの文献については小泉丹著寄生虫学提要

第壱分冊，原虫編，南山堂，昭和 7年の 68頁や 94

頁にも名前と年度のみが，次ぎのように記述されて

います。 94頁のもの我国では峰直次郎(‘ 13，-14) ， 

小川政修(‘10，-11)，永田春生(‘ 17) ，伊波晋助

(、23) ，小川，上垣(‘27)等の諸氏の記述がある。」

のように書かれて，載せられています。

「系統動物学」の出版は昭和 18年ですので，森

下先生の原稿は昭和 15年前後には提出されたで

しょうから，この時期に，当然，小泉丹著寄生虫学

提要第壱分冊，原虫編は参考にされたでしょうし，

更に， 92頁には，ピロプラズPマについて，欄外に，

「明治 38年に柴山五郎作・宮島幹之助両氏が見出

したのが最初で，43年には時重初熊氏によって九州|

地方に於ける患畜が研究され，翌年台湾で印度から

移入された牛に始まって流行があり，小泉は B.

bigeminaと判定した。{鳩里子，伊藤，後藤(‘ 11) ， 

小泉(‘ 11)}。九州では右田百太郎，近藤正一両

氏(‘ 14，. 11) ，井関包輿氏の研究がで(‘19，‘24)， 

北海道で、は小華和忠士，小倉喜佐次郎両氏(、25，

‘29) ，朝鮮では井野場久米次郎氏(、25)の研究報

告がある。 ・・ 略 ・・ 。」と書かれています。

なおこの中の鳩野，伊藤，後藤(‘11) ，即ち明

治 44年のこの報告は後述する台湾の各部署の方々

の報告の中には載せられていません。またこれらの

方々は明治 44年当時から台湾の殖産局の職員とし

て家畜防疫に携われていた方々であるということ

でしょう。そして小泉丹先生に同定を依頼されたの

であろうか。 しかし小泉先生の渡台は 1914年(大

正 3年)でしたが ・・ 。この前に原虫学者の宮島先

生が渡台されていたので，宮島先生に相談され，同

じ北里研究所におられた「最近寄生原虫学」を出版

されていた小泉先生に同定を依頼されたのかもし

れません(秋葉)と，この時は推定しましたが，こ

れについては後述の第二部の (1)殖産局農務課職

員の項の鳩野正雄の記述をご覧下さい。

上述のような獣医関係の家畜家禽の文献の引用

について，台北帝大理農学部助教授であり ，中央研

究所技師を兼務されていた小倉先生の報告，台湾の

重要家畜伝染病(台湾畜産会会報)をも参照され，

小倉先生と色々と話されたことであろうと推定さ

れます。話されないはずはありません。

この小倉先生の論文には，家畜の疾病としてワイ

ルス病，細菌病とともに原虫病のピロプラスマ病，

ズノレラ病，また家禽の疾病としては家禽コレラ(血

清製造もしているし)，所謂家禽ベス ト(ニウキアッ
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スル病とよく似ているとして報告)，雛白痢などと

共に，鶏を飼育していれば，何処でも発生する鶏コ

クシジウム症などの解説と文献も記載されている

と思われますので。しかし，鶏のロイコチトゾーン

についての文献の引用は無いのです。即ち，この小

倉先生の昭和 13年の「台湾の重要家畜伝染病j の

論文の中には鶏のロイコチトゾーン症については

記載されていなかったのかもしれません。

お知らせ

(社)日本装蹄師会主催 全国競技大会のお知らせ

社)日本装蹄師会

0第 61回全国装蹄競技大会

1 日 時 平成 ?O年 10月 20日(月)

• 21日(火)

2 場 所 (社)日本装蹄師会

装締教育センター

栃木県宇都宮市鶴田町 1829-2

3 参加選手 本会地方会に所属する認定装蹄師

40名

4 競技種目

造鉄競技 :前肢用 ・後肢用の蹄鉄各 1個を作製

装蹄判断競技 :馬 l頭について実施

装蹄競技 :前肢用 ・後肢用の蹄鉄各 l個を作製し

て装蹄

5 付帯行事 20・21日 Austin Edens氏

(米国)による模範造鉄

6 問合せ先 (社)日本装蹄師会

装蹄教育センター

電話 028 -648 -0007 

0第 51回全国牛削蹄競技大会

1 日時 平成 20年 10月 20日(月)・21日(火)

2 場所

20日 ホウライ株式会社千本松牧場

栃木県那須塩原市千本松 799

(会場は観光牧場で、乳製品の販売 ・ジンギスカン

レストラン ・動物とのふれあいコーナーや遊戯コー

ナー ・温泉なども楽しめます)

21日(社)日本装蹄師会 装蹄教育センター

3 参加選手本会地方会に所属する認定

牛削蹄師 24名

4 競技種目

削蹄判断競技 :牛 2頭について実施

削蹄競技 牛 l頭を削蹄

5 付帯行事

20日 前年度優勝者武田氏(北海道)による

模範削蹄

21日 三津宮崎大准教授による特別講演

I~止皮膚炎の解析研究の結果」

6 問合せ先 (社)日本装蹄師会

東京都台東区蔵前 4-5-9 O. Tビノレ 4階

電話 03 -5833 -1751 

*褒賞授与式 10月 21日(火) 12時~

ホテルニューイタヤ

栃木県宇都宮市大通り 2-4-6
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